
雨仕舞と強度、さらに美観を兼ね備えたデザイン。

ガルバリウム鋼板屋根

シルバーブラック

スタンビー TL-333

※画像はイメージです。印刷物のため実物とは多少色が異なります。※掲載内容および写真の無断転載は固くお断りします。

COLOR VARIATIONS

Image

雨仕舞と強度、さらに美観を兼ね備えたデザイン。

雨樋

サイホン雨どいシステム

COLOR VARIATIONS

PW/ピュアホワイト

モアプレーン

◆塗りパターン

ジョリパットアルファ（JP-100）
外壁塗装

COLOR VARIATIONS

無機的でクールな質感が、トラディショナルな品格を感じさせる肌合いです。
陰影が重厚感を演出します。

T1000 T6401

◆フラットタイプ

防藻・防カビ性
防藻・防カビ作用により
長期にわたって繁殖を防
ぎます。

〈ご注意〉藻やカビの発生を抑制する効果は建物の
立地条件や周囲の環境、施工した面により異なります。 ※1 自社試験方法。 ※2 JIS Z 2911 かび抵抗性試験に準拠。

汎用塗材ジョリコート（JWC-70X）

防藻試験※1 防カビ試験※2 防藻試験※1 防カビ試験※2

ホルムアルデヒド対応
ホルムアルデヒド放散に関し、
使用制限を受けない
「F☆☆☆☆」に対応しています。

汚れ抑止
塗膜が水になじみやすいので、
汚れの付着を防ぎ、美観を
長期間保ちます。

柔剛性
硬く、柔らかい性質があり、この
相反する2つの性質が優れた
耐久性を生み出します。

耐候性
退色の非常に少ない顔料
を使用。色褪せが極めて少
なく、いつまでも仕上がりの
美しさを保ちます。

JIS対応
JIS A 6909 内外装薄塗材
Eに適応しています。

〈ご注意〉汚れ抑止の効果は建物の立地条件や周囲の
環境、施工した面により異なります。

LAGLAS KAMAKURAYAMA

Image



※画像はイメージです。印刷物のため実物とは多少色が異なります。※掲載内容および写真の無断転載は固くお断りします。

雨仕舞と強度、さらに美観を兼ね備えたデザイン。

羽目板 無垢杉板

本実サイディング

オスモカラー ワンコートオンリー

自然の植物油と植物ワックスからできたドイツ生まれの自然塗料です

羽目板 塗装仕上げ

COLOR VARIATIONS

#1262 チーク

バサライク

バサルト（玄武岩）は火山岩の一種で、数世紀も前からヨーロッパの石畳を担ってきた石材。
そのモチーフを現代的に表現しています。

PAN-X6680G (岩面)
600角

玄関床タイル

COLOR VARIATIONS

レッドシダー本実サイディング
TG-17127C

スクラッチライン

落ち着いた色調と美しい模様で人気のスクラッチライン。

オデッサベージュ
(ラインチーズル仕上げ)
400×600角

外壁タイル

COLOR VARIATIONS Image

Image

Image

LAGLAS KAMAKURAYAMA

Image



断熱玄関ドア

キーを取り出さなくても、ボタンを押すだけでワンアクション・ツーロック

（電池式）

エントリーキーをバッグやポケットに入れておけば、ボタンを押すだけ
で上下シリンダーを施解錠できます。

タ
ッ
チ
操
作

リ
モ
コ
ン
操
作

360度無指向性のエントリーキーで室内外を施開錠できます。
作動範囲は約3メートル以内です。

■標準装備
エントリーキー(リモコン)：2個
手動用キー：3本解錠 施錠

光：オレンジの点滅（2回）
音：メロディー音（2回）

光：緑色の点滅（1回）
音：メロディー音（1回）

室内側

◀サムターンをまわして
施解錠します。

下部は防犯性に配慮した▶
着脱式サムターン

FANOVA ファノーバ

安心の高品質 リアルな木質間 多彩なデザイン

※画像はイメージです。印刷物のため実物とは多少色が異なります。※掲載内容および写真の無断転載は固くお断りします。

COLOR VARIATIONSDOOR DESIGN HANDLE DESIGN

ロングバータイプ 7型

ホットブラック(KCZ)

ブラック

リュクスウッド

リュクス材は、熱と水蒸気だけの高圧乾燥技術（サーモウッド処理）によって作られた環境と人に
優しい木材です。

無塗装

デッキ材

COLOR VARIATIONS

Image

レストステージ

木の温もりや、ナチュラルな質感をリアルに再現。

バルコニー

COLOR VARIATIONS

F11

Image

LAGLAS KAMAKURAYAMA

クリエモカAImage

室内側

ブラック

◆ドア色

ブラック(KC)

◆枠色

室内側ハンドル
イメージ

BALCONY

DECK



引違い窓
（単体サッシ）

シャッター付引違い窓
（スチール電動タイプ）

たてすべり出し窓
（オペレーター）

ＦＩＸ窓

すべり出し窓
（オペレーター）

高断熱サッシにより、冷暖房効果が向上し、省エネルギーになります。
冬の暖房時に熱が逃げにくく、夏の冷房時には外からの熱を抑えるので冷暖房費を節約。

約

2859
KW/年 約

1419
KW/年

77,193円

38,313円

単板ガラスサッシの住宅 の住宅

マディオJMの場合

年間38,800円お得

年間電力消費量（冷暖房費）の比較

約

629
ℓ/年 約

293
ℓ/年

70,448円

32,816円

53％
節約

単板ガラスサッシの住宅 の住宅

マディオJMの場合

年間37,632円お得

年間灯油消費量（暖房費）の比較 ※灯油ファンヒーターのみ

50％
節約

【シミュレーション地区：東京】 ※算出条件の詳細はカタログをご覧ください。

◆強い框形状が高い耐風圧性を発揮します。

※引違い窓の下枠断面形状

40mm

◆暴風雨が吹いても室内への雨水の浸入を軽減します。

枠のレール間隔を40mmまで広げ、1ランク上の性能で
暴風に耐えます。レール間隔を大きくすることで、引違い窓の
召合わせ框形状を大きくし、高い耐風圧性能を確保できます。

※引違い窓の下枠排水構造

1時間あたり240mmの降雨に風速30m/s程度の風が吹いても
室内への雨水の浸入を軽減します。ある程度の水が溜まると水の
重力で浸入水を押し返そうとする力が働き室外へ排水し室内への
雨水の浸入を軽減する構造です。

空気孔付内障子ストッパー

バッフルプレート

上枠・下枠
樹脂カバー構造

※引違い窓の
断面イラスト

断熱障子

複層ガラス仕様

室内側
樹脂アングル

断熱障子＋複層ガラス樹脂カバー構造
アルミ枠に樹脂カバーを取り付け、アングルを
樹脂化することで、結露発生を軽減します。

空気層

室内側／樹脂製

空気層12mmの
複層ガラス樹脂アングル

樹脂カバー

アルミ樹脂複合構造 断熱効果を発揮できる窓

複層ガラスに加え、障子の室内側を樹脂製に。
さらに框に空気層を設けることで、断熱効果
だけでなく、結露の発生も軽減します。

冷暖房費を節約

強い台風にも耐える 最大瞬間風速50m/s の非常に強い台風に耐えます

マディオ J・M (非防火)

耐久性に優れたアルミと、熱が伝わりにくい樹脂の複合構造を採用した断熱構造サッシシリーズ

アルミ樹脂複合サッシ

※画像はイメージです。印刷物のため実物とは多少色が異なります。※掲載内容および写真の無断転載は固くお断りします。

Image

SASH VARIATIONS

COLOR VARIATIONS
◆外観色

ブラック マットホワイト

◆内観色

LAGLAS KAMAKURAYAMA

ブラック



00デザイン

空錠

表示錠

空錠 表示錠85デザイン（Tシルバー）

角座（Tシルバー）

TH<モノホワイト>

後付けドアストッパー(フラップタイプ)

本体・受けセット（Tシルバー）

巾木BRＪ〈気密〉

◆巾木

ノンスリップ溝

hapia
室内床

ハピア

COLOR VARIATIONS

※画像はイメージです。印刷物のため実物とは多少色が異なります。※掲載内容および写真の無断転載は固くお断りします。

間仕切錠

間仕切錠

◆ドア

ハンドル

LAGLAS KAMAKURAYAMA

※トイレドア：明り窓が付きます。

ビンテージフロアーラスティック
内装建材

洗練された深みのある表情を醸し出します。

室内タイル

バサル テック

COLOR VARIATIONS

INTERIOR TILES

AW-WR2162
ウォールナット 2P

ブラック
AE-G7

COLOR VARIATIONS

ダークグレー
AE-G6

Image

Image

ハンドルレス 縦木目タイプ

◆収納ドア
クローク収納

AMiS アミス

内装建材

COLOR VARIATIONS

ミニマルで、飽きのこない機能的デザインを追求したインテリアシリーズ。

ブラック ミスト

引き違い3連戸

◆枠/レール ◆樹脂パネル

引手

ドアストッパー



水無し両面焼きグリル付コンロ

デザイン、作業性、清掃性、すべてを兼ね備えたクリナップの
技術を集約したシンク。

使いやすいプルオープンタイプ。
約5人分（40点）の収納が可能。

■プルオープン食洗機 / 扉面材タイプ

ZWPM45M18KDK-T
フレームカラー:ブラック

ダンパー機構が搭載しているブルモーション
レールを採用しており、滑らかな開閉を実現。

足元収納

買い置きの食材や使用頻度の低
い容器などの収納スペースです。

■Ｊタイプセンターフード

90㎝／メタルブラック
ZRS90CBW18FCZ-E

■ガラストップ

CENTRO

機能にも美しいフォルムにも、一切の妥協を許さない。キッチンに要求される「核心」を突き詰めた技術の結晶。

システムキッチン フラット対面プラン アイランド型 (W2610/D980/H850)

COLOR VARIATIONS

◆キャビネット◆サイレントレール

※画像はイメージです。印刷物のため実物とは多少色が異なります。※掲載内容および写真の無断転載は固くお断りします。

STANDARD  EQUIPMENT

◆扉

◆シンク

◆取っ手

◆レンジフード ◆ガスコンロ

美しさとお手入のしやすさを兼ねた
ガラストップ。

◆食器洗い乾燥機

Image

■オールスライド収納

ヘアライン

スリムでスッキリしたデザイン。
省エネ性の高いLED照明搭載。

LAGLAS KAMAKURAYAMA

クチュールミディアム
(AE8)

クチュールダーク
(AE9)

フラットバー取手
(ブラック)

セントロ

◆ワークトップ
■クラフツマンデッキシンク

硬質な美しさが魅力のステンレス。錆びにくい、熱に強い、
優れた強度を持つなどさまざまな特性があります。

JLシンク

■ステンレスワークトップ ■スタイリッシュ水栓 Efine
(シャワーホースタイプ)

マットブラック

◆水栓

ロック付きの包丁差し。
4本収納することができます。

フェイス:ブラック / トップ:ブラック
ZGGVK6A18NKK-T

優雅な丸みと直線的なシェイプ
を併せ持ったスマートなL型の
水栓金具。

奥行すべてを引き出せるので、奥のものも
カンタンに出し入れできます。

◆フルエクステンションレール

■ロータイプ

◆フロントスクリーン

ブラック
(コンセント付き)
油の飛びはねを防ぎつつ、
解放感のあるロータイプ。

Image

※写真はダイニング側収納タイプです。



エスライン浴槽

ポップアップ
排水栓

ウェーブカウンター

フラット天井

フラットラインLED照明
(白色)

ミディアムグレー

床の隅に目地がないので、汚れが落としやすい

■アクアマーブル人造大理石浴槽（保温浴槽Ⅱ）

スイングドア
(ブラック)

■ささっと排水口
髪の毛が集まりやすい形状の
ヘアキャッチャー。

オートルーバー暖房換気乾燥機
(100V) ワイヤレスリモコン付

ライトシェルフ(３段)
(ブラック)

タオル掛けＡ

断熱組みフタ

組みフタフック（メタル）

オフローラ
システムバス（1621サイズ）

COLOR VARIATIONS

STANDARD  EQUIPMENT

◆浴槽

◆床

Image

※画像はイメージです。印刷物のため実物とは多少色が異なります。※掲載内容および写真の無断転載は固くお断りします。

◆壁柄
■スミピカフロア 単色

◆ドア

◆カウンター

◆収納棚 ◆天井・照明 ◆風呂フタ ◆暖房換気乾燥機

ウォールナット柄

遅く帰っても、温かいお風呂がお出迎え

※断熱材のイラストはイメージです。実際の色とは異なります。

風呂フタ断熱材
厚み：20mm
浴槽

断熱材
厚み：20～40mm

保温浴槽Ⅱ

5時間経っても2 . 5℃以内の湯温低下。

◆エプロン

ミディアムグレーカラーラグレー

◆タオル掛け

物干しバー（ホワイト）

チェリー柄

「キレイ」がいつまでもつづく、心地よいくつろぎの空間へ。

■オールパネル・マット

ライトブラック

LAGLAS KAMAKURAYAMA

ソケットレス水栓
(メタルハンドル)
ブラックカバー

新Ｗ節水シャワー
(シルバーホース)

◆水栓・シャワー

シャワーホースフック
(メタル)

セミワイドミラー

◆ミラー 握りバー兼用スライドバー
Ｂタイプ（メタル）



平天井

スリム照明(LEDランプ)

壁付サーモ水栓(ノルマーレS)
シャワー専用

折り戸
(ホワイト)

天井換気扇

スプレーシャワーコーナー棚(2段)
(ホワイト)

シャワーユニット
（0812サイズ）

COLOR VARIATIONS

STANDARD  EQUIPMENT

Image

※画像はイメージです。印刷物のため実物とは多少色が異なります。※掲載内容および写真の無断転載は固くお断りします。

◆壁

◆ドア

◆水栓・シャワー◆収納棚

◆天井・照明 ◆換気設備

ホワイト
LE301

ホワイト
N86

■Ｌパネル（マット） ■床：岩肌調 単色

シャワーフック 2個
（ホワイト）

◆床

エスタ
洗面化粧台（W600 D440タイプ）

Image COLOR VARIATIONS
夢が広がるちょうどいいコンパクト。

クリエダーク

◆扉

プレーンネオホワイト

◆カウンター

STANDARD  EQUIPMENT
◆本体キャビネット

木枠付１面鏡（照明なし）

◆水栓

シングルレバー混合水栓
(eモダン)

◆ミラー

クリエダーク
扉タイプ

◆カウンター

ボウルそのものが広くて使いやすいボウル一体タイプ。
つなぎ目がなく、お手入れも簡単です。

水じまいのいい水栓まわりとものを
置くのに便利なドライスペース。

一体成形で
お手入れカンタン。

※水栓は異なります。

SHOWER ROOM

LAGLAS KAMAKURAYAMA

■ボウル一体タイプ



グレインブラック ラピシアブラック

◆扉カラー

洗面化粧台（W760～W930 D600タイプ）

COLOR VARIATIONS

※画像はイメージです。印刷物のため実物とは多少色が異なります。※掲載内容および写真の無断転載は固くお断りします。

Image STANDARD  EQUIPMENT

ルミシス

日常を豊かにするプレミアム・ドレッサー。

◆カウンターカラー

※ボウル部はホワイトです

ブラック

◆キャビネット本体カラー

◆本体キャビネット
Image

フルスライドタイプ

■フルセット

◆ボウル・カウンター

◆水栓

シングルレバー混合水栓
(キュビア)

◆ミラー

３面鏡（上部LED照明付）
はくもり止めコートのコーティング部分

一体成形てお掃除も
ラクラク

段差のあるウェット
スペース

水じまいのよい形状

大理石の質感と素材感を再現
したラピシアカウンター

■ボウル一体タイプ ■ラピシアカウンター

Imageスクエアボウル

LAGLAS KAMAKURAYAMA

※写真のボウルの形、位置は仕様が異なります。
※実際のボウルの形はスクエアボウルとなります。

よく使うものもサッと取り出せる
インナー引出し付。

Image

くもり止めコートは、ヒーター式に比べくもりがとれるまでの待ち時間が短く、
消し忘れもなし。消費電力ゼロで快適に使用できます。

くもり止めコートなし くもり止めコート付



#NW1 ホワイト

Bulls BW
トイレ内収納Bタイプ

壁厚を利用して
スッキリ収納。

YT408R
YH408R

スゴフチ

お掃除のしやすさを究めた
TOTO独自のデザイン

奥までぐるーっとフチがないから、
サッとひとふき、お掃除ラクラク

トルネード洗浄

渦を巻くように便器の中を
ぐるりとしっかり洗浄

渦を巻く水流が、少ない水で
しつこい汚れもきれいに洗浄
します。

ずっときれいが続く

自動で便器にミスト（水）をふきかけて、
水のクッションを作ります。便器表面を
ツルツルにする「セフィオンテクト」との相乗
効果で、便器を汚れから守ります。

◀ プレミスト

陶器表面の凹凸を100万分の1mm
のナノレベルでなめらかに仕上げました。
カビや汚れを寄せ付けないので、
お掃除がぐっとラクになります。

◀ セフィオンテクト

汚れがつきにくく落ちやすい

お掃除リフト

お掃除ラクラクでいつも清潔

ワンプッシュで「ウォシュレット」
前方が持ち上がるので、汚れが
たまりやすい便器とのすき間も
ラクにお掃除できます。

NJ1

エコ機能は、使いやすさも最先端。すべての機能は、環境とよりよい次世代のため。

トイレ(ウォシュレット一体型便器)

ZJ2

使いやすくいつも快適でお手入れらくらく。家族みんなが嬉しいトイレ空間。

トイレ(ウォシュレット一体型便器)

ACCESSORIES

COLOR STORAGE

※画像はイメージです。印刷物のため実物とは多少色が異なります。※掲載内容および写真の無断転載は固くお断りします。

FUNCTION

#NW1 ホワイト

COLOR

◆タオル掛け ◆紙巻器

STORAGE

Image

FUNCTION

YT408R
YH408R

ACCESSORIES
◆タオル掛け ◆紙巻器

◆ジャパン建材◆WOOD ONE

■キャビネットカラー

ホワイト

■キャビネットカラー

ホワイト
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※画像はイメージです。印刷物のため実物とは多少色が異なります。※掲載内容および写真の無断転載は固くお断りします。

断熱性能の高さはもちろん、発泡することにより現場の
形状にぴったりと密着するため、気密性の高い施工を
実現。

フロンガスを使わない地球にやさしい断熱材です。
余計な冷暖房エネルギーを削減できCO2の削減にも
つながります。

冷暖房の効率をあげ、高効率の設備を利用、さらに
太陽光などの創エネを利用すると光熱費の大幅な
節約につなげることができます。

アクアフォーム
断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム

どこでもドアホン

吹付施工だから、隙間なく高断熱。効果はデータで実証されています。

子
機 約2.2型
カラー液晶画面

モニター子機を個別に呼び出せ、
来客取り次ぎなどに便利。

モニター子機を一斉に呼び出せ、
連絡などが一度に可能。

みんな、
ごはんよ

※モニター親機とカメラ玄関子機との間
の配線工事は必要になります。

※1

ワイヤレス
モニター子機

（ドアホン専用）

６台
まで

友達
来てるわよ

配線不要で持ち運べるから、室内のどこにいても 映像と音声で来客対応が可能です。
さらに、来客取次ぎに便利な「個別呼出」、連絡が一斉に可能な「一斉呼出」で親機、子機を音声で呼出せ、室内通話も可能です。
※「どこでもドアホン」と「室内通話」をする場合は、ワイヤレスモニター子機の増設が必要です。

VL-WD623

ドアホンが音声で応答してくれるので、
応答前に来訪屋の名前、用件が確認できます。

「自動あんしん応答」
の設定をすれば、
留守中の来訪者の用件
などを自動的に
録画・録音できます。

（SDカードにも対応）

基本システムセット（各1台）

■ カメラ玄関子機
■ モニター親機

持ち運び自由な ワイヤレスモニター子機

個別
呼出

一斉
呼出

■室内通話

あんしん応答 来訪者を録画・録音
来訪者を動画でSDカードに保存できます。
また、SDカードがなくても内蔵メモリーに録画（8枚連続：約20件）可能。
●着信時・モニター時は録音できません。

ワイヤレスモニター子機

モニターホン(VL-SWE310KL)

2

LEDライト搭載。来訪者をSDカードに「動画」録画できる

1.9ＧＨｚ
（DECT※2準拠方式）

モニター親機カメラ玄関子機

ワイヤレスモニター付テレビドアホン2-7タイプ
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GAS WATER HEATER & FLOOR HEATING

◆高効率熱源機エコジョーズのしくみ

◆ワンタッチでお湯が沸かせる自動風呂

◆床暖房とエアコンのしくみのちがい

◆温度にムラがない

◆ホコリやダニを舞い上げにくい

◆温度にムラがない

高効率給湯暖房熱源機 ガス温水床暖房
給湯・暖房・自動風呂機能付き

※画像はイメージです。印刷物のため実物とは多少色が異なります。※掲載内容および写真の無断転載は固くお断りします。
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